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ボラセンＨＰ用ＱＲコード

「ボランティアは出かけて行くイメージが強い」「高
校生はボランティアをやりたいが部活やバイトで時
間がない」という学生も多いのかな・・・
そこで、自分ができること・やりたいこと・家でも・
一人でもできるボランティア活動を盛り込みながら、
「キミのやりたいことをボランティアに」をテーマに
制作しました。
もちろん！「夏のボランティア体験」などに参加し
てくれた中学・高校生の皆さんからの意見を反映し
て、楽しく読めるような冊子にまとめました。
センパイからのメッセージや４コマ漫画も載って
います。どうぞ読んでみてネ！

ハンドブックはボラセ
ンで配布しています。
もしくは QR コードで
ダウンロードしてね！
タマボラ君

問合せ：多摩ボランティア・市民活動支援センター(ヴィータ・コミューネ７階)
☎ 042-373-6611 FAX 042-373-6629

☆ ★ ボ ラ セ ン TOPICS☆ ★
◆単発&継続ボランティア募集中！……………………２・3 面
◆ボランティアポイント説明会は５月 1０日(木)…………４面
◆たまぼらの輪(第８回) ボランティア活動のご紹介……４面
◆多摩ボラセン運営委員会委員就任のお知らせ……………５面
◆多摩ボラセンへのご寄附……………………………………５面
◆地域の情報と催事……………………………………………５面
◆民間助成金の募集情報………………………………………６面

広告を掲載して
みませんか！
発行部数 2,400～2,500 部

・表紙（１ページ）
１回：5,000 円
・裏表紙（最終ページ）
１回：3,000 円
詳しくは多摩ボラセンまで！
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ボランティアさん 出番です！
～申し込み・問合せはお気軽に～
☎ 042-373-6611/ FAX 042-373-6629

平成３０年５月８日(２)

他にも活動先はたくさんあります。
活動によっては見学や体験ができます。
詳しい説明をしますので、遠慮なくお電話く
ださい。ご相談だけでも結構です。

◎単発ボランティア募集…まずは一歩を踏み出したい方、時間が限られた方に♪
…マークはボランティアポイントも対象施設です。
依頼先・活動場所
内 容・人 数
日 時
多摩市視覚障害者福祉 ①総会開催の会場設営
5月26日(土)
協会
②聖蹟桜ヶ丘駅から
11:50～16:15

1
場所:関戸公民館８階大会議
室

ヴィータ8階まで視覚障
がい者の方の誘導
１～２人

備 考
※交通費500円支給
※総会(13:00～
14:50)の間は自由
時間

◎継続ボランティア募集……長く活動をつづけたい方、特技を活かしたい方に♪
依頼先・活動場所
内 容・人 数
日 時
プレイルームゆずり葉 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 毎週水曜日
でのストレッチ指導
16:15～16:45
1 の家こどもクラブ
10人程度
NEW!

備 考
※対象：小1～高３
※謝礼あり

場所:永山4-2-4-106

障がい者青年教室
2 場所:永山公民館
(ベルブ永山)
NEW!
☎337-6661
特別養護老人ホーム
3 桜ヶ丘延寿ホーム
NEW!

何人でも
①傾聴
②シーツ交換

概ね第4日曜日の
９:30～15:30
(年9回)
5/27、6/24、
7/29他

※高校生以上
※交通費支給
※問合せ・申込みは
永山公民館へ

①水曜日・木曜日
②水曜日

※女性希望

曜日、時間のスケ
ジュールは4月以
降決定(週1回以上)

※障がい児(情緒)への
理解がある方

５月18日(金)
18:30～

※地 域活 動 に関 心 の
ある方
※年齢不問、学生可
※時間帯により食
事付

①5月26日(土)
12:20集合
②6月16日(土)
14:20集合

※交通費一律千円
及び弁当の支給有
※障 がい 者 に理 解 が
ありサッカー観戦
の好きな方
※活動時間6時間
程度
※高校生以上

何人でも

場所：連光寺1-1-1

個人依頼
4
場所:貝取～豊ヶ丘

まんまるぱ～る
5

障がいのある方（主に
知的）とボランティア
が集うレクリエーショ
ン活動

場所:コレクティブハウス聖
蹟1Fコモンスペース
月1回開催(会場適宜変更あ
り)

東京ヴェルディ
6 場所：味の素スタジアム

①新1年生の学童クラブ
への送り(貝取小学校か
ら豊ヶ丘学童クラブへ)
２～3人
①調理補助・食器洗浄
②会場設営・受付
③ホール・盛り付け・
撮影
④片づけ・洗浄
何人でも
東京ヴェルディホーム
ゲームでの車椅子来場
者の付添い(受付・会場
案内等)

京王線飛田給駅徒歩５分
(c)TOKYO
VERDY
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啓光学園
7

①散歩の付添い

場所:和田1717

場所:総合福祉センター
5階水浴訓練室

平成３０年５月８日(３)

①毎週月曜日

②マラソンの付き添

個人依頼
8
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※オリエンテーショ

9:30～11:00頃

ン(研修)あり

い

②毎週土曜日

※知的障がいの方へ

若干名

9:30～11:00頃
毎週月曜日
10:0０～11:00

の理解がある方
※介助方法は担当職
員が、１～3回程度
指導いたします。
※車いす介助あり

水浴訓練の介助及び
見守り
女性限定1～2人

参 加 者 募 集
団 体 名

スペース・ひなた
精神障がい者支援
ボランティアグループ
です。

日時・会場

費 用

問合せ先

５月９・16 日・6 月 6 日
各水曜日 10:00～12:30
関・一つむぎ館(健康センター3 階)
※第1･2･3水曜日(祝祭日は休み)

100円
(お茶代)

多摩ボラセン
☎373-6611

５月 23 日(水)10:00～14:30
集合・解散：小田急線唐木田駅
行先：中沢池公園

弁当持参

斉藤
☎371-1768

多摩市視覚障害者福祉協会
「歩こう会」
視覚障がい者の方とボランティ
アが、一緒に歩行介助を学びな
がら歩きます。

～パソコン相談 ～トラブル相談・ティーチャー～（★印は障がい者向けパソコン相談会）
会場：多摩ボランティア・市民活動支援センター(ヴィータ・コミューネ7階)

パソコンでお困りの方、お気軽にご相談ください。無料でご相談に応じます。
※予約制ではありません。下記時間内にご自由にご来所ください。相談時間はおひとり３０分間です。
◆印はｉPad・パソコン相談会です。
★印は障がい者向けパソコン相談会です。お申込みは障がい者支援係 ☎０４２-３５６-０３０７まで
PCティーチャー（Word,Excelなど）

5
月

6
月

PCトラブル（ハード面での相談）

11 金

夢のマネジメント社

15 火

多摩生活サポートセンター

16 水

１3：0０～１5：００

シニアＩＴクラブ

17 木

１3：0０～１5：００

シニアＩＴクラブ

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

18 金

夢のマネジメント社

22 火

１０：００～１２：００
★①13：30～②14：30～

パソコンボランティア
多摩

24 木

◆１5：3０～１7：3０

シニアネットクラブ

25 金

１4：００～１6：００

シニアＩＴクラブ

1

金

5

火

6

水

多摩生活サポートセンター

１０：３０～１２：００
１３：００～１４：３０

夢のマネジメント社
夢のマネジメント社

１０：３０～１２：００
多摩生活サポートセンター
１３：００～１４：３０
１3：0０～１5：００

シニアＩＴクラブ
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平成３０年５月８日(４)

多摩市介護予防事業「にゃんとも TAMA るボランティアポイント」ご紹介
にゃんともＴＡＭＡるボランティアポイント(介護予防ボランティアポイント)とは、指定された市内の施設
などでのボランティア活動でポイントが貯まり、そのポイントに応じた交付金を受けられる取り組みです。
問合せ、説明会申込みは、
☟≪説明会≫実施しています！
多摩ボラセンへ
●対象：65 歳以上で、多摩市介護保険第１号被保険者の方
☎０４２-３７３-６６１１
●持ち物：筆記用具・介護保険被保険者証
●日時：毎月第 2 木曜日の 14 時から(５月⇒5 月 10 日、6 月⇒６月 14 日)
※参加希望の方は開催日の１ヶ月前～2 日前までにお申し込みください。
●場所：多摩ボランティア・市民活動支援センター打合せコーナー(ヴィータ 7 階)

【こばと第一保育園】住所：諏訪４－７
永山駅より諏訪 4 丁目循環のバス

諏訪 4 丁目下車徒歩 1 分

ボランティアポイントの
登録施設のご紹介です。

子ども達の声が響く園内で、ひときわ静かな空気を漂わせる空間。
そんな和室でお茶のお稽古が始まります。年長児の子ども達が、緊張した
面持ちで静々と畳へ足を踏み入れると、部屋の空気も心なしかピリッと引
き締まります。「居住まいを正す」という慣れない動作を一生懸命真似よ
うとする真剣な表情。一つ一つの動作を島田先生が、はきはきとした言葉
で子ども達に伝えます。お扇子の持ち方、ご挨拶の仕方、お菓子の頂き方、
お茶の頂き方。子ども達は一年間で沢山のお作法を学びます。卒園を迎え
る頃にはどんなに成長している事でしょう。そんな子ども達の活動を陰で
支えているのは、ボランティアさんの存在です。お茶碗を用意したり、
子ども達が習うまでの間お茶を点て、お菓子を配り、
終わった後のお片付けまで。子ども達を見守るその眼差しは、
優しさに溢れていました。

たまぼらの 輪 (第８回) ～ふれあい・いきいきサロンでボランティア活動の巻～
愛宕２丁目管理組合集会所で開催している、ふれあい・
いきいきサロン「あたご村いどばた会」で体操を教える
ボランティアの活動をご紹介します。
ボランティアは、ヨガやバレエなどが得意な西村さん。
和やかな雰囲気の中、参加者約 30 人が椅子に座って、
手や足を動かしてストレッチから始まり、両手・両足を
一緒に動かし徐々に難しくなりながらも、ボランティア・
参加者の皆さんと約 30 分間楽しみながら体操をしてい
ました。
多摩ボラセンでは、趣味や特技を活かして、学校・福
祉施設・地域のサロン・イベント等へ訪問してボランティ
ア活動を行うボランティアの派遣を行っていますので、
ぜひご相談を！

手と足を一緒に動かしま～す！

楽しく、体操できるのが
ポイントですね！

第３４９号

～生きる喜び広げよう

心の絆深めよう～

平成 30 年５月８日(５)

多摩ボラセン運営委員会委員就任のお知らせ
平成 30 年３月 31 日の任期満了に伴い、新たに運営委員会委員が就任いたしました。
任期は平成 30 年 4 月１日から平成 32 年３月 31 日の２年間となります。市民に身近なボランティア・
市民活動支援センターの運営を目指していきます。
委員名（順不同、敬称略）
松山 博光
深尾 香子
芦田 弥生
山口 祐子
印南 セキ子
田村 克彦
安藤 愼次
亜厂（あかり） 暲好
瀬野 克義
永吉 英記
長谷部 俊介
加藤 広二
東島 亮治

所
属
大妻女子大学人間関係学部
多摩ボラセン登録団体等連絡会
社会福祉法人楽友会
ＮＰＯ法人多摩市障害者福祉協会
多摩市青少年問題協議会
東京海上日動システムズ株式会社
市民公募
市民公募
多摩市社会福祉協議会 理事
国士舘大学防災・救急救助総合研究所
東京ボランティア・市民活動センター
多摩市役所 くらしと文化部市民協働課
多摩市社会福祉協議会 地域福祉推進課長

よろしくお願い
します。

タマボラ君

タマボラ

多摩ボラセンへのご寄附
皆様の温かいご厚意に深く感謝申し上げます。(平成 30 年 4 月 1 日～4 月 20 日受付分)
マジックエコー 様
匿名

様

3,000 円(ボランティア基金)

3,600 円(ボランティア・市民活動支援に寄付)

地域の情報と催事 ※記載のないものは参加費無料・申込不要。直接会場へ
◆障がい者青年教室

ボランティアスタッフ募集！

障がいがある方(主に知的障がい)の余暇活動のお手伝いです(高校生以上)。ボランティア経験のない方、
体験の方も大歓迎！
日程：5 月 27 日、6 月 24 日、7 月 29 日、9 月 2 日、10 月 28 日、11 月 25 日、12 月 23 日、
2 月 17 日、3 月 17 日 ※いずれも日曜日
時間：９:30～15:30(予定)
場所：多摩市立永山公民館（ベルブ永山）ほか
その他：ボランティア登録後、活動 1 回あたり 2,000 円の交通費をお渡しします
申込・問合せ先：多摩市立永山公民館 ☎042-337-6661

◆点字講習会のお知らせ

多摩市点字サークル「トータス」主催

点字が初めての方にも安心して受講いただけるスケジュールになっています。
はじめの一歩を踏み出してみましょう、お手伝いします！！
日時：平成 30 年 6 月 11 日～7 月 30 日(7/16 除く)の毎週月曜日
第１・３・５週 10:30～12:30
第２・４週
13:30～15:30
場所：多摩ボラセン永山分室(多摩市永山 3-9 東永山複合施設)
会費：1,000 円(テキスト代等)
定員：20 人(先着順)
申込先：メール bl_tootasu@yahoo.co.jp
または多摩ボランティア・市民活動支援センター
☎042-373-6611 Fax042-373-6629
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平成 30 年 5 月 8 日(6)

５月・６月の出張相談 ※定例の出張相談を開催中（月１回）
・日時： ５月 24 日(木)、６月 28 日(木) 11:30 ～ 13:30
★毎月第 4 木曜日です。
・場所：二幸産業・NSP 健幸福祉プラザ(総合福祉センター)６階老人福祉センターラウンジ
★平成 30 年度 4 月より出張相談の日程及び場所を変更しています。

助 成 金 情 報 ※詳細・申請書は主催団体の HP にてご確認ください！
◆草の根育成助成
子どもから高齢者まで市民一人ひとりが心豊かな市民生活を実現するための活動を応援しています。
医療・看護・介護・児童や障がい福祉領域や運動・スポーツ・健康づくりを通した地域の課題への取組
みを対象に助成します。
◆対象：東京都内に拠点を置き、都内で活動する法人及び任意団体
◆助成限度額：100万円(対象経費の30～80％以内)
◆申請受付期間：６月４日(月)～１１日(月) 消印有効
◆申込・問合せ先：公益財団法人 草の根事業育成財団 事務局 http://www.kusanoneikusei.net/
☎042-321-1132

Fax050-3488-4822

E-mail : info@kusanoneikusei.net

◆障がい者支援団体への助成
障がい者支援に取り組むNPO等の団体に対し、その事業活動の進展に寄与することを主な目的に助成事業
をしています。
◆対象：関東地区で原則として障がい者支援活動を行う非営利法人(加齢に伴う障がいは除く)
◆助成限度額：1件30万円

◆申請受付期間：4月2日(月)～5月31日(木)必着

◆申込・問合せ先：社会福祉法人 木下財団 事務局 http://www.kinoshita-zaidan.or.jp
☎03-6222-8927

Fax03-6222-8937 E-mail：info@kinoshita-zaidan.or.jp

◆老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
高齢者対象の活動や地球環境改善の活動をするボランティアグループに対し、活動において継続的に使用
する用具・機器類の取得資金を助成します。
◆対象：助成の趣旨に沿った活動をされているボランティアグループ
◆助成限度額：1グループ10万円

◆申込締切：5月25日(金)必着

◆申込・問合せ先：みずほ教育福祉財団 福祉事業部 http://www.mizuho-ewf.or.jp
☎03-3596-4532 Fax03-3596-3574 E-mail：FJP36105@nifty.com

♪多摩ボランティア・市民活動支援センター
月～金９:00～19:00
土曜日、第１・３日曜日 9:00～17:00
※第１・３月曜日、第２・４・5 日曜日、祝日、年末年始を除く
〒206-0011 多摩市関戸４-７２ ヴィータ・コミューネ７階
(京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」下車 徒歩２分)
☎ 042-373-6611 FAX 042-373-6629

